
０９０１３ ３月２９日 晴 良 （２１中山３）第２日 第１競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳
発走１０時１５分 （ダート・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ５，０００，０００円 ２，０００，０００円 １，３００，０００円 ７５０，０００円 ５００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０８．７
１：０８．７

重

重

８１６ ヘヴンリースパーク 牡３黒鹿 ５６
５３ ▲伊藤 工真杉山 美惠氏 古賀 史生 新ひだか 明治牧場 B４７０＋ ２１：１３．４ ２６．７�

３６ マッドマックス 牡３鹿 ５６ 的場 勇人有馬 博文氏 的場 均 三石 城地 和義 ５０６－ ４１：１３．６１� ２．１�
４８ コスモジブリル 牡３鹿 ５６ 三浦 皇成 �ビッグレッドファーム 郷原 洋行 新ひだか 中橋 正 ４２６－ ２１：１３．７� １０．６�
５９ レグルスハート 牡３黒鹿５６ 柴田 善臣中江 隆一氏 土田 稔 新ひだか 土田 和男 ４９０± ０１：１３．９１� ２．８�
５１０ ム コ ド ノ 牡３栗 ５６ 武士沢友治江川 伸夫氏 武市 康男 日高 川上 武志 ４６２＋１４１：１４．２１� １５７．３�
７１３ グラスブレイド 牡３鹿 ５６ 大野 拓弥半沢� 星野 忍 日高 ヤナガワ牧場 ４５４ ― 〃 ハナ ３４．７�
６１１ ネ リ ネ 牝３栗 ５４ 柴山 雄一ディアレスト 畠山 吉宏 平取 高橋 幸男 ４２２－ ４１：１４．６２� ２９．５	
７１４ ブラストオンセット 牡３栗 ５６ 丹内 祐次村中 徳広氏 岩戸 孝樹 新冠 川上牧場 ４８０ ―１：１４．８１� １９７．３

８１５ トリナクリア 牡３鹿 ５６ 大庭 和弥小野 博郷氏 牧 光二 新冠 飛渡牧場 ４１２＋ ６ 〃 同着 ７９．７�
６１２ ケ ル ビ ー ノ 牡３黒鹿５６ 吉田 豊�三嶋牧場 田村 康仁 浦河 三嶋牧場 ４６０ ―１：１５．７５ ５７．６�
１１ スリーコースト 牡３黒鹿５６ 御神本訓史三浦 一泰氏 小林 常泰 浦河 中村 雅明 ４４８ ―１：１５．８� ９２．０

（大井）

１２ ミヤコノモノガタリ 牡３黒鹿５６ 郷原 洋司吉田喜代司氏 蛯名 信広 浦河 グラストレーニ
ングセンター ４８８－ ２１：１５．９� ７８．９�

２４ ストロベリータイム 牝３栗 ５４ 松岡 正海星野 祐介氏 相沢 郁 日高 浦新 徳司 ４３２－ ６１：１６．５３� ３３．２�
２３ グレイドキング 牡３栗 ５６ 江田 照男グレイドレーシング組合 矢野 照正 日高 白井牧場 ４５８－ ８ 〃 ハナ ８．７�
３５ リネンベイビー 牡３鹿 ５６ 村田 一誠戸山 光男氏 南田美知雄 新ひだか 嶋田牧場 ４８８ ―１：１６．６クビ ３３６．７�
４７ ケイツースマック 牝３栗 ５４ 吉田 隼人楠本 勝美氏 水野 貴広 浦河 鎌田 正嗣 B４３６－ ７１：１７．９８ ２８９．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １６，９１９，５００円 複勝： ２６，９８８，２００円 枠連： １８，２１９，０００円

普通馬連： ６３，１１７，３００円 馬単： ４９，８３２，４００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，５０８，２００円

３連複： ７２，２６１，１００円 ３連単： １１７，３４７，９００円 計： ３８７，１９３，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，６７０円 複 勝 � ４４０円 � １２０円 � ２１０円 枠 連（３－８） ２，０００円

普通馬連 �� ２，２５０円 馬 単 �� ７，４４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７４０円 �� １，６００円 �� ３００円

３ 連 複 ��� ３，９００円 ３ 連 単 ��� ４０，９９０円

票 数

単勝票数 計 １６９１９５ 的中 � ５００９（５番人気）
複勝票数 計 ２６９８８２ 的中 � １０４０９（５番人気）� ９４０３５（１番人気）� ２９０７９（３番人気）
枠連票数 計 １８２１９０ 的中 （３－８） ６７３８（８番人気）
普通馬連票数 計 ６３１１７３ 的中 �� ２０７０６（７番人気）
馬単票数 計 ４９８３２４ 的中 �� ４９４５（１９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２５０８２ 的中 �� ７１９２（６番人気）�� ３１４１（１５番人気）�� ２１１４９（２番人気）
３連複票数 計 ７２２６１１ 的中 ��� １３７０３（１１番人気）
３連単票数 計１１７３４７９ 的中 ��� ２１１３（１０７番人気）

ハロンタイム １２．６―１０．７―１１．６―１２．３―１２．９―１３．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．６―２３．３―３４．９―４７．２―１：００．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５０．１―３F３８．５
３ ・（３，６）（８，１１）１５（１０，１２，１６）－（１４，１３）（５，９）－４－２－（１，７） ４ ・（３，６）（８，１１）１６，１５，１０，１２（１４，１３）９－５＝（１，４）－２－７

勝馬の
紹 介

ヘヴンリースパーク �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 Caerleon デビュー ２００８．１１．２９ 東京９着

２００６．４．１９生 牡３黒鹿 母 スギノチビカリアン 母母 Welcome Break ５戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔制裁〕 ストロベリータイム号の騎手松岡正海は，発走直後に内側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。（２番・１番への進路影

響）
〔その他〕 グレイドキング号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ケイツースマック号は，平成２１年４月２９日まで平地競走に出走できない。
〔鼻出血による出走制限〕 グレイドキング号は，平成２１年４月２９日まで出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ３頭 キングデザート号・シルクスフィーダ号・レインズオブパワー号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



０９０１４ ３月２９日 晴 良 （２１中山３）第２日 第２競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳

発走１０時４５分 （ダート・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ５，０００，０００円 ２，０００，０００円 １，３００，０００円 ７５０，０００円 ５００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４８．４

重

重

８１６ ハリマノワタリドリ 牡３栗 ５６ 松岡 正海福島 徳佑氏 相沢 郁 新冠 須崎牧場 ４５８＋ ２１：５８．３ １．７�

３６ � アストレーション 牡３栗 ５６ 蛯名 正義広尾レース� 二ノ宮敬宇 米 Tower
Bloodstock ４８６－１０ 〃 ハナ ３．０�

４８ シルククレヴァー 牡３黒鹿５６ 田中 勝春有限会社シルク小島 太 日高 ヤナガワ牧場 ５３０－ ２１：５８．６１� ５４．８�
４７ ツクバチャーム 牡３芦 ５６ 菊沢 隆徳荻原 昭二氏 戸田 博文 日高 ヤナガワ牧場 ４９８± ０１：５８．７� １７．８�
１２ � コスモパイオニア 牡３鹿 ５６ 大野 拓弥 �ビッグレッドファーム 中野 栄治 米 Jayeff ”B”

Stables B４６４± ０１：５８．９１� １９．８�
７１３ エイダイハリケーン 牡３芦 ５６ 秋山真一郎�東振牧場 武市 康男 むかわ 東振牧場 ４６０ ―１：５９．０� ６４．４	
６１２ ケイアイスザク 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝 �啓愛義肢材料販売所 松山 康久 日高 タバタファーム B４３０± ０１：５９．１� １３．２

５１０ ジャンボマズル 牡３鹿 ５６ 江田 照男桐谷 茂氏 星野 忍 三石 萩澤 俊雄 ５１８＋ ２１：５９．２クビ ２１．８�
２４ スーパータイトル 牡３鹿 ５６ 小野 次郎村山 義一氏 谷原 義明 新ひだか 前谷 武志 ４６２－ ２１：５９．５２ １８９．６�
５９ シルクブルームーン 牝３黒鹿５４ 吉田 豊有限会社シルク尾形 充弘 日高 メイプルファーム ４６２ ―１：５９．７１	 ８０．５
１１ サンワードカペラ 牡３鹿 ５６ 御神本訓史古谷 敏明氏 中川 公成 浦河 梅田牧場 ５０２ ―２：００．１２� ６３．２�

（大井）

３５ シンボリカージナル 牡３鹿 ５６ 五十嵐雄祐シンボリ牧場 高橋 祥泰 静内 シンボリ牧場 ４５６＋ ８２：００．３１	 ２３６．７�
６１１ デルマネフティス 牝３栗 ５４ 武士沢友治浅沼 廣幸氏 石栗 龍彦 門別 ファニーヒルファーム ４９４－ ２２：００．５１	 ３９３．０�
７１４ マ イ ス タ ー 牡３栗 ５６ 石橋 脩齊藤 直信氏 伊藤 伸一 浦河 辻 牧場 ５２０＋ ２ 〃 クビ ７２．５�
２３ スズハンドレッド 牡３黒鹿５６ 吉田 隼人小紫 芳夫氏 高橋 裕 三石 小河 豊水 B４６４－１６２：０１．６７ ２５１．９�
８１５ ソーインガー 牡３栗 ５６ 柴山 雄一齊藤四方司氏 土田 稔 日高 下河辺牧場 ５１８ ―２：０２．３４ １８７．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １８，９５０，１００円 複勝： ３９，８１７，２００円 枠連： ２０，０４９，２００円

普通馬連： ６７，４６９，０００円 馬単： ５６，８０７，３００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，１３６，９００円

３連複： ６８，５６３，４００円 ３連単： １２４，９０５，９００円 計： ４１７，６９９，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １７０円 複 勝 � １１０円 � １２０円 � ７５０円 枠 連（３－８） １９０円

普通馬連 �� １９０円 馬 単 �� ３２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １４０円 �� １，３９０円 �� １，９６０円

３ 連 複 ��� ３，９６０円 ３ 連 単 ��� １０，９００円

票 数

単勝票数 計 １８９５０１ 的中 � ９０７３５（１番人気）
複勝票数 計 ３９８１７２ 的中 � ２１４３５８（１番人気）� ７１６９５（２番人気）� ４９１０（９番人気）
枠連票数 計 ２００４９２ 的中 （３－８） ８０２７８（１番人気）
普通馬連票数 計 ６７４６９０ 的中 �� ２６８５２３（１番人気）
馬単票数 計 ５６８０７３ 的中 �� １３２７９５（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１１３６９ 的中 �� ５６７５７（１番人気）�� ２８２０（１５番人気）�� １９６３（２０番人気）
３連複票数 計 ６８５６３４ 的中 ��� １２７９０（１２番人気）
３連単票数 計１２４９０５９ 的中 ��� ８４５９（３０番人気）

ハロンタイム １３．０―１２．２―１３．６―１３．６―１３．４―１２．８―１２．４―１３．４―１３．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．０―２５．２―３８．８―５２．４―１：０５．８―１：１８．６―１：３１．０―１：４４．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．５―３F３９．７
１
３

・（１４，６）（１０，１２）（５，２）１６－１３，８（１１，４）－（３，７）－１－９－１５・（１４，６，１０）４（１６，１２，７）２，５（８，１３）１１－（１，３）－（９，１５）
２
４
１４，６，１０（５，２，１２）１６（１３，４）８，１１，７，３－１＝９－１５・（１４，６）１０（１６，４）（２，７）（８，１３，１２）（５，１１）－１－９，３－１５

勝馬の
紹 介

ハリマノワタリドリ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 キャロルハウス デビュー ２００８．１２．１３ 中山３着

２００６．５．１生 牡３栗 母 ジャスミンブリーズ 母母 ハートコンシャス ３戦１勝 賞金 ８，１００，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



０９０１５ ３月２９日 晴 良 （２１中山３）第２日 第３競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１１時１５分 （芝・右）

牝，未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ５，０００，０００円 ２，０００，０００円 １，３００，０００円 ７５０，０００円 ５００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４４．９
１：４４．１

良

良

４８ エオリアンハープ 牝３栗 ５４ 北村 宏司 �社台レースホース宗像 義忠 千歳 社台ファーム ４３２－１４１：５２．１ ５．４�

７１４ エリモアクアポリス 牝３鹿 ５４ 的場 勇人山本 慎一氏 的場 均 えりも エクセルマネジメント B４７８＋ ４１：５２．２� ５．０�
８１６ オルトリンデ 牝３栗 ５４ 田中 勝春 �グリーンファーム 勢司 和浩 千歳 社台ファーム ４５２－ ６１：５２．４１� ７．４�
８１５ プ ラ ー ジ ュ 牝３鹿 ５４ 三浦 皇成 �サンデーレーシング 鈴木 康弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６２－ ４ 〃 アタマ ９．３�
３５ クレバークリス 牝３芦 ５４ 田辺 裕信田� 正明氏 小西 一男 浦河 岡崎牧場 ４８２－ ２１：５２．６１ ５．８	
３６ ニシノシルエット 牝３栗 ５４ 松岡 正海西山 茂行氏 武藤 善則 むかわ 西山牧場 ４８４＋ ４１：５２．８１� ６．６

５１０ ス ピ ネ ッ タ 牝３鹿 ５４ 柴田 善臣池谷 誠一氏 鈴木 伸尋 浦河 桑田牧場 ４６０＋ ２１：５２．９� ６．９�
６１２ ブルームインハート 牝３黒鹿５４ 小林 淳一平井 裕氏 本郷 一彦 新ひだか 澤田 嘉隆 ４５０－ ６ 〃 クビ ２２．９�
２４ ルークラッド 牝３芦 ５４ 吉田 隼人 �キャロットファーム 中川 公成 千歳 社台ファーム ４４６－ ２１：５３．０� １３．５
４７ オオハシャギ 牝３青鹿５４ 村田 一誠小田切有一氏 粕谷 昌央 静内 田中 裕之 ５３４＋１４ 〃 クビ ２１６．０�
７１３ マドリガルトゥユー 牝３鹿 ５４

５１ ▲伊藤 工真井上 一郎氏 大江原 哲 新冠 川上牧場 ４６６＋１２ 〃 ハナ １６２．２�
６１１ ラ ヴ ィ ス タ 牝３鹿 ５４ 柴山 雄一�下河辺牧場 高橋 裕 門別 下河辺牧場 ４６４－ ４１：５３．３２ ２１５．１�
２３ アースグローリー 牝３栗 ５４ 蛯名 正義松山 増男氏 宗像 義忠 浦河 山春牧場 ４４４－１６ 〃 クビ ７３．３�
１１ ケントラスト 牝３青鹿 ５４

５１ ▲丸山 元気馬場 幸廣氏 根本 康広 浦河 大北牧場 ４４８ ―１：５３．９３� ２１０．９�
５９ アヴェニュードール 牝３黒鹿５４ 穂苅 寿彦 �サンデーレーシング 戸田 博文 安平 ノーザンファーム ４９２＋ ２１：５４．３２� １３７．９�
１２ ゴールドピアース 牝３栗 ５４ 御神本訓史佐藤 明氏 柄崎 孝 新ひだか 神垣 道弘 ４２８ ―１：５５．４７ １７２．５�

（大井）

（１６頭）

売 得 金

単勝： １９，５９０，４００円 複勝： ３３，３２８，４００円 枠連： ２２，９８１，４００円

普通馬連： ７７，７２２，９００円 馬単： ５０，９３７，４００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，９８１，８００円

３連複： ８３，４０２，４００円 ３連単： １２５，７２７，０００円 計： ４３６，６７１，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５４０円 複 勝 � ２１０円 � １８０円 � ２５０円 枠 連（４－７） １，３８０円

普通馬連 �� １，４００円 馬 単 �� ２，７３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５９０円 �� ５５０円 �� ４９０円

３ 連 複 ��� ２，４２０円 ３ 連 単 ��� １１，６７０円

票 数

単勝票数 計 １９５９０４ 的中 � ２８６１１（２番人気）
複勝票数 計 ３３３２８４ 的中 � ４２０６３（４番人気）� ５６８３０（１番人気）� ３３０３０（５番人気）
枠連票数 計 ２２９８１４ 的中 （４－７） １２３５１（８番人気）
普通馬連票数 計 ７７７２２９ 的中 �� ４１２４５（１番人気）
馬単票数 計 ５０９３７４ 的中 �� １３８１５（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２９８１８ 的中 �� ９５７８（５番人気）�� １０３１５（２番人気）�� １１９８５（１番人気）
３連複票数 計 ８３４０２４ 的中 ��� ２５５３３（１番人気）
３連単票数 計１２５７２７０ 的中 ��� ７９５１（２番人気）

ハロンタイム １２．７―１２．４―１３．０―１２．９―１２．６―１３．０―１２．３―１１．５―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２５．１―３８．１―５１．０―１：０３．６―１：１６．６―１：２８．９―１：４０．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．５―３F３５．５
１
３
７（４，１１，１４）６（５，１０，１５）１６，１３（３，８）１２，２－１，９・（７，１１）１４（４，１０）６（５，１３，１５）８（３，１６）（９，１２）－（２，１）

２
４
７（１１，１４）４（６，１０，１５）（５，１６）１３，８，３，１２，２，９，１・（７，１１，１４，１０，８）（４，６，１３，１５）（５，１６）（３，１２）９，１－２

勝馬の
紹 介

エオリアンハープ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００８．１１．８ 東京１１着

２００６．１．２９生 牝３栗 母 エアウイングス 母母 シークレットシェアラー ４戦１勝 賞金 ８，３００，０００円
〔発走状況〕 アヴェニュードール号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。馬体検査。危険防止のため外枠から発走。発走時刻６分遅延。
〔制裁〕 ニシノシルエット号の騎手松岡正海は，１コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（３番への進路影響）
〔馬の出走停止・調教再審査〕 アヴェニュードール号は，平成２１年３月３０日から平成２１年４月１９日まで出走停止。停止期間の満

了後に発走調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ミヤビオウカ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



０９０１６ ３月２９日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （２１中山３）第２日 第４競走 ��２，８８０�サラブレッド系障害４歳以上

発走１１時４５分 （芝・ダート）

未勝利；負担重量は，４歳５９�５歳以上６０�，牝馬２�減
本 賞 ７，８００，０００円 ３，１００，０００円 ２，０００，０００円 １，２００，０００円 ７８０，０００円� コースレコード３：１０．２良・良

２２ コスモラヴアゲイン 牡７青鹿６０ 平沢 健治 �ビッグレッドファーム 斎藤 誠 静内 泊 寿幸 ４９４＋ ６３：１３．７ ２６．５�

６９ ヨシカツゾー 牡４芦 ５９ 大庭 和弥古川 智洋氏 佐藤 吉勝 静内 岡田牧場 ４９８－１２３：１４．２３ ５．９�
８１３ マイネルパシオン 牡７青鹿６０ 蓑島 靖典 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 柄崎 孝 静内 ビツグレツドフアーム ４９２＋１０３：１４．９４ １２．０�
７１１� ビービーライナー 牡４黒鹿５９ 柴田 大知�坂東牧場 境 征勝 平取 高橋 啓 ４８６－ ４３：１５．０� ６４．７�
３４ トミケンブロード 牡４栗 ５９ 柴田 未崎冨樫 賢二氏 加藤 和宏 門別 白瀬 明 ４６２＋ ２３：１５．１クビ ２１．０�
４５ � グローリージョン 牡８黒鹿６０ 水出 大介醍醐幸右衛門氏 星野 忍 三石 レースホース ４６８－ ２３：１５．２� ７６．４	
４６ ゴ ス ペ ル 牡４黒鹿５９ 江田 勇亮吉橋 計氏 郷原 洋行 登別 登別上水牧場 B５１０－ ６３：１５．６２� ５８．０

５８ � サトノスローン 牡６栗 ６０ 山本 康志里見 治氏 藤沢 和雄 米 Forging

Oaks LLC ４７２＋ ２ 〃 アタマ １．５�
３３ キョウエイライジン 牡４栗 ５９ 五十嵐雄祐田中 晴夫氏 藤原 辰雄 静内 飛野牧場 ４５６－ ４３：１５．７� １８．８�
５７ マイネルアルセーヌ 牡４栗 ５９ 高野 和馬 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 重則 門別 高橋牧場 ４５８－ ８３：１６．１２� ５２．９
７１２� ハワイアンボーイ 牡５鹿 ６０ 佐藤 聖也�グランド牧場 柴田 政人 静内 グランド牧場 ４３８－ ６３：１６．７３� １０３．０�
８１４ ユウタージャック 牡７鹿 ６０ 穂苅 寿彦上山 利広氏 嶋田 功 新冠 中本牧場 ４７８＋ ２ 〃 クビ １３．５�
６１０ ステラディクオーレ 牡６青鹿６０ 金子 光希諸江 幸祐氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４５０＋ ８３：１８．０８ ５６．２�
１１ � モエレヘイセイ 牡４鹿 ５９ 宗像 徹田口 廣氏 坂本 勝美 三石 松本牧場 ４７８＋ ４３：１８．３２ ９０．６�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １６，７３５，３００円 複勝： ３４，６７９，９００円 枠連： ２０，７２０，３００円

普通馬連： ４８，０９１，０００円 馬単： ４８，８１１，１００円 ワイド【拡大馬連】： １６，１６４，７００円

３連複： ５８，３２９，５００円 ３連単： １１７，０３５，７００円 計： ３６０，５６７，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，６５０円 複 勝 � １，２２０円 � ３００円 � ６４０円 枠 連（２－６） ６，６２０円

普通馬連 �� ６，５８０円 馬 単 �� １８，６００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，５９０円 �� １，８４０円 �� ８７０円

３ 連 複 ��� １４，９２０円 ３ 連 単 ��� １４１，３７０円

票 数

単勝票数 計 １６７３５３ 的中 � ４９８０（７番人気）
複勝票数 計 ３４６７９９ 的中 � ６７７４（７番人気）� ３４４１６（２番人気）� １３８８１（３番人気）
枠連票数 計 ２０７２０３ 的中 （２－６） ２３１３（１７番人気）
普通馬連票数 計 ４８０９１０ 的中 �� ５３９７（１９番人気）
馬単票数 計 ４８８１１１ 的中 �� １９３７（４２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １６１６４７ 的中 �� ２４７４（１９番人気）�� ２１３０（２１番人気）�� ４７４７（９番人気）
３連複票数 計 ５８３２９５ 的中 ��� ２８８７（４６番人気）
３連単票数 計１１７０３５７ 的中 ��� ６１１（３００番人気）

上り １マイル １：４９．０ ４F ５２．１－３F ３９．３
コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→�→�→�」
１
�
１３，２，４－１１（９，５）６－（３，１）８－７，１０（１４，１２）
１３－２，４（９，５，８）１１，３（６，１４，１，１０）７－１２

�
�
１３，２，４，５（１１，９）６－３（１，８）－（７，１２）１０，１４・（１３，２）－１１（９，４）８，５－３（７，６，１４）１０－１，１２

市場取引馬

勝馬の
紹 介

コスモラヴアゲイン �
�
父 マイネルラヴ �

�
母父 キャロルハウス デビュー ２００４．１０．３０ 京都１着

２００２．４．２９生 牡７青鹿 母 ボ デ ィ ラ ブ 母母 コトブキアリス 障害：１戦１勝 賞金 ７，８００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １１時５０分に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ２頭 スパークルキング号・ロッキーローレル号



０９０１７ ３月２９日 晴 良 （２１中山３）第２日 第５競走 ��
��２，０００�サラブレッド系３歳

発走１２時３５分 （芝・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ５，０００，０００円 ２，０００，０００円 １，３００，０００円 ７５０，０００円 ５００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：５８．５
１：５６．４

良

良

７１３ キングヴィオラ 牡３黒鹿 ５６
５３ ▲小野寺祐太 �社台レースホース伊藤 正徳 千歳 社台ファーム ４９４－ ４２：０３．１ ３．４�

１２ リワードアリオン 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人宮崎忠比古氏 後藤 由之 浦河 有限会社
リワード ４５０ ―２：０３．２� １０．３�

６１１ ヒシセンチュリー 牡３栗 ５６ 後藤 浩輝阿部雅一郎氏 国枝 栄 新冠 カミイスタット ５０８＋１８２：０３．３� ８．５�
３６ ワイルドトウショウ 牝３黒鹿５４ 秋山真一郎トウショウ産業� 保田 一隆 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ４６６± ０２：０３．４� １９．３�
５１０ キングスチャペル 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣渡邊 隆氏 二ノ宮敬宇 千歳 社台ファーム ４７８－ ８２：０３．５� １９．６�
３５ � ヒシパーフェクト 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義阿部雅一郎氏 久保田貴士 米 Thomas L.

Nichols ４５８－ ２２：０３．６� ５．３	
２３ クリノメダリスト 牝３栗 ５４ 大庭 和弥栗本 博晴氏 高橋 義博 新冠 上井農場 ４２８－ ４２：０３．７クビ ２０．８

８１７ タイキカレラ 牡３鹿 ５６ 中舘 英二�大樹ファーム 田中 清隆 浦河 鎌田 正嗣 ４９０－ ２２：０３．９１	 ５０．８�
１１ ユキノセントウ 牡３黒鹿５６ 木幡 初広馬場 幸廣氏 根本 康広 日高 大江牧場 ４３０± ０ 〃 アタマ １５．１�
２４ アイアムランボー 牡３鹿 ５６ 田中 勝春堀 紘一氏 鹿戸 雄一 静内 千代田牧場 ４７６－１６２：０４．１１� ３０．９
８１８ タケショウナムジ 牡３青鹿５６ 北村 宏司�ナイト商事 古賀 慎明 浦河 木村牧場 ４５２－ ２２：０４．３１	 ９．２�
７１５ スマイルトゥゲザー 牝３黒鹿５４ 吉田 豊青山 洋一氏 戸田 博文 静内 千代田牧場 ４１８－ ４２：０４．５１	 ９．６�
６１２ コスモプライド 牡３栗 ５６ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 畠山 重則 平取 広川 忠久 ４５４－ ２２：０５．２４ ２２．４�
８１６ マタハリクー 
３鹿 ５６ 五十嵐雄祐坂田 行夫氏 藤原 辰雄 新冠 村上牧場 ４６０± ０２：０５．３クビ ２３１．０�
５９ テンブレイク 牡３鹿 ５６ 小野 次郎天白 泰司氏 中野 栄治 安平 吉田 浩三 ４８６－ ６ 〃 ハナ １７２．６�
７１４ アコガレノダンス 牝３鹿 ５４ 江田 照男�グランド牧場 高橋 祥泰 静内 グランド牧場 ４３０± ０ 〃 クビ ６４．５�
４７ クラウザーサン 牡３鹿 ５６ 鷹野 宏史西森 鶴氏 中川 公成 新冠 オリエント牧場 ５０６± ０２：０５．６１� ２２３．５�
４８ ダイワプレジャー 牡３鹿 ５６ 武士沢友治大城 敬三氏 松山 康久 新冠 つつみ牧場 ４３０ ―２：０６．４５ ９３．８�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２０，８７１，５００円 複勝： ３７，０００，５００円 枠連： ２６，３３４，６００円

普通馬連： ８４，５５６，５００円 馬単： ５５，１６５，４００円 ワイド【拡大馬連】： ２７，７３２，０００円

３連複： ９４，０７８，５００円 ３連単： １３２，８０１，０００円 計： ４７８，５４０，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３４０円 複 勝 � １６０円 � ３５０円 � ２５０円 枠 連（１－７） １，０００円

普通馬連 �� ２，３６０円 馬 単 �� ４，２６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，１４０円 �� ５８０円 �� １，４８０円

３ 連 複 ��� ６，２５０円 ３ 連 単 ��� ３２，７２０円

票 数

単勝票数 計 ２０８７１５ 的中 � ４８５５１（１番人気）
複勝票数 計 ３７０００５ 的中 � ７５８９９（１番人気）� ２３５１３（６番人気）� ３６４９５（３番人気）
枠連票数 計 ２６３３４６ 的中 （１－７） １９５４０（３番人気）
普通馬連票数 計 ８４５５６５ 的中 �� ２６４４３（８番人気）
馬単票数 計 ５５１６５４ 的中 �� ９５７３（１２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２７７３２０ 的中 �� ５８８０（１１番人気）�� １２５５３（２番人気）�� ４４５４（２０番人気）
３連複票数 計 ９４０７８５ 的中 ��� １１１２４（１５番人気）
３連単票数 計１３２８０１０ 的中 ��� ２９９６（６０番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．２―１２．２―１２．９―１２．９―１２．８―１２．５―１１．９―１１．７―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．７―２３．９―３６．１―４９．０―１：０１．９―１：１４．７―１：２７．２―１：３９．１―１：５０．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．４―３F３５．９
１
３

１１，１５，１３，１８，５（１４，１６）１２，１７，４，６（１，２）７－（９，１０）－３，８・（１１，１５）１３（５，１６，１７）１８（１２，６）２（４，１４）（１，１０）（７，３）９，８
２
４

１１，１５，１３，１８，５（１４，１６）１２，１７（４，６）（１，２）－７－９（３，１０）－８・（１１，１３）１５（５，１８，１７）６，１２（１６，２）（４，１０）（１４，１，３）－（９，７）－８
勝馬の
紹 介

キングヴィオラ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Be My Chief デビュー ２００９．１．５ 中山６着

２００６．５．２２生 牡３黒鹿 母 ドナヴィオラ 母母 Countess Olivia ４戦１勝 賞金 ７，７５０，０００円



０９０１８ ３月２９日 晴 良 （２１中山３）第２日 第６競走 ��
��１，２００�サラブレッド系３歳

発走１３時０５分 （ダート・右）

５００万円以下；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ７，０００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０８．７
１：０８．７

重

重

８１５ ティアップハーレー 牡３栗 ５６ 蛯名 正義田中 昇氏 高木 登 浦河 佐々木 恵一 ４７２－ ２１：１２．２ ３．４�

３６ メイショウオーラ 牡３芦 ５６ 吉田 隼人松本 好雄氏 安田 隆行 浦河 三嶋牧場 ５０８＋ ２１：１２．４１� ７．２�
５１０ ニ ュ ー ト ン 牡３栗 ５６ 北村 宏司重松 國建氏 蛯名 信広 日高 横井 哲 ４７６± ０１：１２．５� ５．６�
６１１� グリフィンゲート 牡３鹿 ５６ 田中 勝春吉田 好雄氏 手塚 貴久 米 Summer

Wind Farm ４７６－ ８１：１２．６クビ ６．７�
４７ コ ス モ オ ー 牡３栗 ５６ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 稲葉 隆一 浦河 畔高牧場 ５３０± ０１：１３．１３ １３．７�
１１ 	 マルノノパール 牝３鹿 ５４ 御神本訓史潤間 力夫氏 柿本 政男 三石 木下牧場 ４４２－ １１：１３．６３ ５１．４�

（船橋） （大井）

４８ 
 ジョウキゲン 牝３鹿 ５４ 村田 一誠野島 春男氏 南田美知雄 日高 野島牧場 B４４２＋ ４１：１３．７クビ ３４３．８	
８１６ エレガントステージ 牝３栗 ５４ 丹内 祐次 
グリーンファーム 田中 清隆 千歳 社台ファーム ４３４＋ ６１：１３．８� １１１．８�
５９ オリオンザブラック 牝３鹿 ５４ 嘉藤 貴行平本 敏夫氏 松永 康利 新冠 川上 悦夫 ４３０＋ ４１：１４．０１ ３６．６�
６１２ キングスウィープ 牡３青鹿５６ 郷原 洋司増田 陽一氏 蛯名 信広 新ひだか 築紫 洋 ４４２± ０ 〃 クビ １８１．３
２４ アーバンテースト 牝３栗 ５４ 小野 次郎 �スピードファーム 和田 正道 日高 田辺 静一 ４５０＋ ２１：１４．３１� ３４．２�
１２ タマモハーバー 牡３黒鹿５６ 柴田 善臣タマモ
 清水 英克 新冠 対馬 正 ４５０± ０ 〃 ハナ ３．７�
２３ ファーストメジャー 牡３黒鹿５６ 石橋 脩本間 茂氏 柴田 政人 平取 黒川 賢司 ４６６－ ６１：１４．４クビ ５９．３�
３５ 
 リバーインバウンド 牝３栗 ５４

５１ ▲伊藤 工真河越 武治氏 星野 忍 浦河 日向牧場 ４３６± ０１：１４．５� ３２０．９�
７１４ ハニーインチーフ 牝３鹿 ５４ 大野 拓弥中村 政勝氏 松永 康利 三石 タツヤファーム ４３６－ ４１：１４．７� ５７．９�
７１３ ムラマサノメイトー 牡３黒鹿５６ 小林 淳一新井 孝治氏 牧 光二 浦河 岡本 昌市 ４６４＋１０１：１５．３３� ５６．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２１，４１６，９００円 複勝： ４０，８００，３００円 枠連： ２２，０８３，５００円

普通馬連： ８９，６９０，４００円 馬単： ５７，９１２，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２７，３３４，８００円

３連複： ８７，３９３，１００円 ３連単： １４４，７７８，１００円 計： ４９１，４０９，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３４０円 複 勝 � １４０円 � ２１０円 � １８０円 枠 連（３－８） １，１７０円

普通馬連 �� １，１７０円 馬 単 �� ２，０５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４６０円 �� ３９０円 �� ６５０円

３ 連 複 ��� ２，４００円 ３ 連 単 ��� １２，１２０円

票 数

単勝票数 計 ２１４１６９ 的中 � ５０６５４（１番人気）
複勝票数 計 ４０８００３ 的中 � １０１６３３（１番人気）� ４３７８８（５番人気）� ５５４９０（３番人気）
枠連票数 計 ２２０８３５ 的中 （３－８） １３９８６（４番人気）
普通馬連票数 計 ８９６９０４ 的中 �� ５６７９２（４番人気）
馬単票数 計 ５７９１２２ 的中 �� ２０９０５（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２７３３４８ 的中 �� １５０１２（３番人気）�� １８２９３（２番人気）�� ９９８３（７番人気）
３連複票数 計 ８７３９３１ 的中 ��� ２６９２０（５番人気）
３連単票数 計１４４７７８１ 的中 ��� ８８１６（２９番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．３―１０．９―１２．２―１２．７―１４．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．３―３３．２―４５．４―５８．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．９―３F３９．０
３ ２（３，４，１５）（９，１０，１３）１２－１４－１１（１，１６，６）－７，８－５ ４ ・（２，３，４，１５）（９，１０）－（１４，１３，１２）（１１，６）１６－１，７－８＝５
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ティアップハーレー �
�
父 ボストンハーバー �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２００８．１１．９ 東京５着

２００６．５．２４生 牡３栗 母 ネーハイエンプレス 母母 ネーハイビユーテイ ６戦２勝 賞金 １８，８００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１３頭 クイックハンター号・ケイアイダイオウ号・サルバドールアスカ号・スマートスパークル号・チェアユーアップ号・

トーセンラトゥール号・ナイスプロテクター号・ハッピーシャトル号・ピークヴェロシティ号・ブライティアカフェ号・
モアザンスマート号・リュウノシルバー号・リリアーレ号

※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



０９０１９ ３月２９日 晴 良 （２１中山３）第２日 第７競走 ��１，８００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時３５分 （ダート・右）

牝，５００万円以下；負担重量は，５５�
本 賞 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４８．４

重

重

６７ テイクバイストーム 牝４芦 ５５ 小野 次郎 �社台レースホース加藤 征弘 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４９２＋ ２１：５６．６ ３．８�

５６ ウ イ ン ク 牝４鹿 ５５ 北村 宏司百万 武夫氏 蛯名 信広 浦河 グラストレーニ
ングセンター ４７０－ ４ 〃 クビ ３．１�

７９ ハ エ ヌ キ 牝４黒鹿５５ 田中 勝春�グランド牧場 高橋 祥泰 静内 グランド牧場 ４９０± ０１：５６．９１� ８．８�
８１２ ドナプレミア 牝５黒鹿５５ 中舘 英二山田 貢一氏 鈴木 伸尋 門別 日西牧場 B４６４± ０１：５７．０� ６．３�
３３ トーホウロサード 牝４黒鹿５５ 村田 一誠東豊物産� 中川 公成 新冠 ハシモトフアーム B４６０＋ ２１：５７．１クビ ６．３�
２２ オールフォーミー 牝４鹿 ５５

５２ ▲国分 優作有限会社シルク勢司 和浩 静内 千代田牧場 ４６８± ０１：５７．３１� １６．７	
８１１ エンジェルクィーン 牝４栗 ５５ 御神本訓史松井三千年氏 小林 常泰 門別 豊洋牧場 ４５８± ０１：５７．４� ４８．６


（大井）

４４ � カリキュレイター 牝５栗 ５５
５２ ▲小野寺祐太柳橋 俊昭氏 高松 邦男 門別 富川牧場 ４６６＋ ６１：５７．７１� １９１．１�

５５ アルコイリス 牝５芦 ５５
５２ ▲伊藤 工真中村 政勝氏 池上 昌弘 浦河 駿河牧場 ４６８＋ ６ 〃 ハナ ２６．３�

１１ エターナルロマンス 牝４黒鹿５５ 三浦 皇成有限会社シルク河野 通文 門別 ヤナガワ牧場 B４９０＋１２１：５７．８クビ １４．０
６８ ド ン ダ ケ ー 牝４栗 ５５ 吉田 隼人坂田 行夫氏 萱野 浩二 浦河 村下農場 ４６２＋１０１：５８．２２� ４１．８�
７１０� カレンナオンナ 牝４栗 ５５ 菊沢 隆徳北所 直人氏 大竹 正博 三石 土田農場 ４６６－１６１：５９．７９ ５０．４�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １７，８４０，４００円 複勝： ２９，８９２，５００円 枠連： １９，３９９，２００円

普通馬連： ７８，４７７，０００円 馬単： ５５，６７０，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，５５９，０００円

３連複： ７９，８９９，５００円 ３連単： １５４，９０６，０００円 計： ４５９，６４４，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３８０円 複 勝 � １５０円 � １３０円 � １９０円 枠 連（５－６） ５４０円

普通馬連 �� ５６０円 馬 単 �� １，１００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２３０円 �� ４１０円 �� ４５０円

３ 連 複 ��� １，０９０円 ３ 連 単 ��� ３，９３０円

票 数

単勝票数 計 １７８４０４ 的中 � ３７０９５（２番人気）
複勝票数 計 ２９８９２５ 的中 � ５１４９７（２番人気）� ８０１１６（１番人気）� ３３２７４（４番人気）
枠連票数 計 １９３９９２ 的中 （５－６） ２６９４８（１番人気）
普通馬連票数 計 ７８４７７０ 的中 �� １０３４３４（１番人気）
馬単票数 計 ５５６７０６ 的中 �� ３７６０１（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３５５９０ 的中 �� ２９７２２（１番人気）�� １３２３０（４番人気）�� １２０６７（７番人気）
３連複票数 計 ７９８９９５ 的中 ��� ５４４３６（２番人気）
３連単票数 計１５４９０６０ 的中 ��� ２９１３７（３番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．８―１３．０―１３．７―１３．６―１２．６―１２．６―１２．８―１３．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．５―３７．５―５１．２―１：０４．８―１：１７．４―１：３０．０―１：４２．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．８―３F３９．２
１
３

・（３，５）１２－９－（７，１１）（２，４，８）（１，６，１０）・（３，５，１２）（９，７，１１）１０（２，４，１，６）－８
２
４

・（３，５）１２－９（７，１１）－（２，４）８（１，６，１０）・（３，５，１２）（９，７，６）１１（２，４，１）－１０－８
勝馬の
紹 介

テイクバイストーム �
�
父 ファルブラヴ �

�
母父 Kaldoun デビュー ２００８．１．２６ 京都３着

２００５．１．２生 牝４芦 母 グレイトフィーヴァー 母母 My Great Hope ９戦２勝 賞金 １７，７００，０００円
※ドンダケー号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



０９０２０ ３月２９日 晴 良 （２１中山３）第２日 第８競走 ��
��１，６００�サラブレッド系４歳以上

発走１４時０５分 （芝・右・外）

５００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：３１．５
１：３１．５

良

良

５１０ アップグレーデッド 牡５芦 ５７ 蛯名 正義�大樹ファーム 加藤 和宏 新冠 パカパカ
ファーム ４８４＋１８１：３４．２ １９．８�

２４ � ナイキアプロード �５黒鹿 ５７
５４ ▲伊藤 工真小野 誠治氏 古賀 史生 米

Michael Levy, Robert
Levy & Mr. & Mrs. Fran-
cis Vanlangendonck

４７６－ ４１：３４．６２	 ７．０�
７１３ マイネルフェスタ 牡４鹿 ５７ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 稲葉 隆一 平取 船越 伸也 ５２０－ ６ 〃 クビ ６．７�
３５ ジョウノガーベラ 牝５栗 ５５ 後藤 浩輝小川 義勝氏 加藤 征弘 門別 三城牧場 B４７６＋ ４１：３４．７クビ １１．３�
５９ ノーフォークパイン 牡５鹿 ５７ 三浦 皇成金子真人ホール

ディングス� 萩原 清 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４６２± ０ 〃 ハナ ２．５�

１２ スカーレットダイヤ 牝４青鹿５５ 御神本訓史芹澤 精一氏 勢司 和浩 浦河 谷川牧場 ４３４＋ ４１：３４．９１
 ８．５	
（大井）

４８ ア ナ ナ ス 牡６鹿 ５７ 吉田 隼人古川 智洋氏 佐藤 吉勝 浦河 地興牧場 ４７４－ ２ 〃 クビ ９．４

２３ アイルビーバウンド 牝４鹿 ５５ 北村 宏司 �サンデーレーシング 勢司 和浩 早来 ノーザンファーム ４１８＋ ６１：３５．０クビ １３．２�
３６ � ケイプエマラティ 牡４鹿 ５７ 石橋 脩岸田 勝宏氏 的場 均 英 Capt A. L.

Smith－Maxwell B４９２－ ４１：３５．２１ ６８．３�
７１４ マルタカインプレス 牡４栗 ５７ 田中 勝春高橋 義和氏 清水 美波 浦河 高松牧場 ５３６－ ２１：３５．４１
 ５４．７
６１２ モンテフェニックス 牡４鹿 ５７ 柴田 善臣毛利 喜昭氏 田村 康仁 早来 ノーザンファーム ４６８－ ６ 〃 クビ １６．２�
４７ � シンメトリーアート 牡４鹿 ５７ 大野 拓弥角家 弘志氏 石毛 善彦 門別 中前 義隆 ４８０＋ ３１：３５．９３ １１７．８�
６１１ ミラクルハニー 牝５黒鹿５５ 石神 深一吉田 照哉氏 高橋 裕 千歳 社台ファーム ４３２＋ ４１：３６．０	 １１９．６�
１１ � シ デ ン カ イ 牡４青 ５７ 丹内 祐次柳橋 俊昭氏 高松 邦男 様似 徳永 春夫 ４５０＋ ６１：３６．２１ １８７．８�
８１６� シ ル マ リ ル 牝４鹿 ５５ 的場 勇人�ダイリン 高木 登 門別 大沢育成牧場 ４６２－１３１：３６．８３	 ３２６．５�
８１５� ラ ク エ ン 牝５芦 ５５ 嘉藤 貴行江川 伸夫氏 矢野 英一 様似 清水スタッド ４２８－ ８１：３７．３３ ４３４．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２２，２４８，１００円 複勝： ３６，４９５，４００円 枠連： ２５，４８０，９００円

普通馬連： １０２，２６３，９００円 馬単： ６５，４４８，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２７，８１９，０００円

３連複： ９９，７４３，８００円 ３連単： １７１，４２４，４００円 計： ５５０，９２３，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，９８０円 複 勝 � ５６０円 � ２２０円 � ２３０円 枠 連（２－５） ４９０円

普通馬連 �� ６，６８０円 馬 単 �� １５，５７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，１００円 �� ２，１８０円 �� ９００円

３ 連 複 ��� １８，２４０円 ３ 連 単 ��� １５８，７４０円

票 数

単勝票数 計 ２２２４８１ 的中 � ８８９９（９番人気）
複勝票数 計 ３６４９５４ 的中 � １４３７１（９番人気）� ４９１３６（２番人気）� ４４６１６（３番人気）
枠連票数 計 ２５４８０９ 的中 （２－５） ３８６８２（１番人気）
普通馬連票数 計１０２２６３９ 的中 �� １１３１０（３０番人気）
馬単票数 計 ６５４４８２ 的中 �� ３１０４（５９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２７８１９０ 的中 �� ３２１９（２９番人気）�� ３０９７（３０番人気）�� ７９０５（８番人気）
３連複票数 計 ９９７４３８ 的中 ��� ４０３７（６４番人気）
３連単票数 計１７１４２４４ 的中 ��� ７９７（４５０番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．４―１１．６―１１．７―１１．３―１１．７―１１．６―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２３．９―３５．５―４７．２―５８．５―１：１０．２―１：２１．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．０―３F３５．７

３ ・（６，１０，１４）－１６（１，４）（２，９）（５，７，１１，１５）（３，１３，１２）８
２
４

・（６，１０）（１，２，４，７）（９，１５，１６）（５，１１）１４（３，８）（１３，１２）・（６，１０）－１４－４，９（１，１６，５）１１（３，２，１３，１２）１５（７，８）
勝馬の
紹 介

アップグレーデッド �
�
父 アドマイヤコジーン �

�
母父 Black Tie Affair デビュー ２００７．１．２７ 東京２着

２００４．４．２２生 牡５芦 母 エレヴェーテッド 母母 Ascend １８戦２勝 賞金 ２６，９００，０００円
［他本会外：１戦０勝］

〔制裁〕 ナイキアプロード号の騎手伊藤工真は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（９番への進路影響）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ３頭 シベリアントム号・ドゥービリーヴイン号・バイロンシチー号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



０９０２１ ３月２９日 晴 良 （２１中山３）第２日 第９競走 ��
��１，２００�サラブレッド系４歳以上

発走１４時４０分 （ダート・右）

１０００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
本 賞 １０，５００，０００円 ４，２００，０００円 ２，６００，０００円 １，６００，０００円 １，０５０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０８．７
１：０８．７

重

重

３３ マッチレスバロー 牡６栗 ５７ 三浦 皇成 �サンデーレーシング 萩原 清 早来 ノーザンファーム ５００－ ２１：１１．４ ３．５�

１１ ディスパーロ 牡６鹿 ５７ 御神本訓史 �社台レースホース小島 太 千歳 社台ファーム B５０８＋ ８ 〃 クビ ８．９�
（大井）

８１３ リーズレセプション 牡５黒鹿５７ 木幡 初広�佐藤牧場 藤原 辰雄 早来 ノーザンファーム ５００－ ２１：１１．５クビ ４．７�
（法６３４）

７１１� モエレジンダイコ 牡４栗 ５７
５４ ▲伊藤 工真坂本 肇氏 大江原 哲 三石 中村 和夫 B４７６＋ ４１：１１．８１� ５７．６�

５８ リ ュ ウ メ イ 牝４鹿 ５５ 柴田 善臣福井 章哉氏 清水 英克 森 笹川大晃牧場 ４６２± ０ 〃 クビ ４３．０�
７１２ カイテキネオ 牡６鹿 ５７ 吉田 隼人国本 勇氏 矢野 英一 門別 前川 義則 ４５８± ０１：１１．９� ３４．６�
２２ 	 セレスダイナミック 
６黒鹿５７ 後藤 浩輝岡 浩二氏 福永 甲 加 Stonyfield

Farm ４８２－２２１：１２．１� ３６．８	
５７ フ リ ー モ ア 牡７栗 ５７ 石橋 脩堀越 毅一氏 相沢 郁 浦河 酒井 源市 B４７０± ０ 〃 アタマ ６０．９

６１０ トムアウトランダー 牡４栗 ５７ 吉田 豊庄野 昭彦氏 佐藤 吉勝 門別 庄野牧場 ４８６－ ４１：１２．２� ７．８�
８１４	 デュアルプロセッサ 牡６鹿 ５７ 村田 一誠薗部 博之氏 宗像 義忠 米 North Star

Equine, Inc ４８８－ ２ 〃 ハナ ７．７�
４６ ラオムフェーレ 牡５栗 ５７ 丹内 祐次�ミルファーム 保田 一隆 静内 石川 新一 ４９０＋ ２１：１２．６２� ９７．５
６９ 	 ファインセンテンス 牡６栗 ５７ 柴山 雄一前田 幸治氏 和田 正道 米 M. LaDona

Hudson B５３６＋ ４ 〃 アタマ ８０．０�
４５ 	 アポインテッドボブ 牡５鹿 ５７ 北村 宏司藤田 在子氏 手塚 貴久 米 Fox Hill

Farms, Inc. ５１６－１８１：１２．９１� １２．０�
３４ ツウカイヤスナム 牝４鹿 ５５ 田中 勝春木村 直樹氏 天間 昭一 三石 萩澤 泰博 B４９８＋ ６１：１３．３２� ５．９�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２７，８４５，０００円 複勝： ５４，３２７，９００円 枠連： ４４，２２６，６００円

普通馬連： １４０，３５１，８００円 馬単： ８９，５８４，１００円 ワイド【拡大馬連】： ３８，１３９，１００円

３連複： １４９，６４９，４００円 ３連単： ２８３，００７，０００円 計： ８２７，１３０，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３５０円 複 勝 � １４０円 � ２４０円 � １５０円 枠 連（１－３） ８８０円

普通馬連 �� １，６３０円 馬 単 �� ２，４９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６５０円 �� ３５０円 �� ７３０円

３ 連 複 ��� ２，４７０円 ３ 連 単 ��� １２，５９０円

票 数

単勝票数 計 ２７８４５０ 的中 � ６３５４７（１番人気）
複勝票数 計 ５４３２７９ 的中 � １２６０９３（１番人気）� ４５９３９（５番人気）� １０２１８８（２番人気）
枠連票数 計 ４４２２６６ 的中 （１－３） ３７１８２（３番人気）
普通馬連票数 計１４０３５１８ 的中 �� ６３５９０（７番人気）
馬単票数 計 ８９５８４１ 的中 �� ２６６０４（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３８１３９１ 的中 �� １３９９９（７番人気）�� ２９３４０（１番人気）�� １２２５２（９番人気）
３連複票数 計１４９６４９４ 的中 ��� ４４７７７（７番人気）
３連単票数 計２８３００７０ 的中 ��� １６６００（２５番人気）

ハロンタイム １２．２―１１．０―１１．５―１１．６―１２．２―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２３．２―３４．７―４６．３―５８．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．２―３F３６．７
３ ・（１，１３，６，１４，１１）（２，３，１０）１２（７，８）９（４，５） ４ ・（１，１３）（６，１４，１１）（２，３）（７，８）１２（９，１０）５－４

勝馬の
紹 介

マッチレスバロー �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー ２００５．１１．１３ 東京１着

２００３．２．１５生 牡６栗 母 マッチザピース 母母 マッチポイント １２戦４勝 賞金 ６３，３６１，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



０９０２２ ３月２９日 晴 良 （２１中山３）第２日 第１０競走 ��
��２，０００�

じょうそう

常総ステークス
発走１５時２０分 （芝・右）

４歳以上，１，６００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 １７，８００，０００円 ７，１００，０００円 ４，５００，０００円 ２，７００，０００円 １，７８０，０００円
付 加 賞 ２４５，０００円 ７０，０００円 ３５，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５８．５
１：５６．４

良

良

３３ � マイネルシュピール 牡６黒鹿５７ 蛯名 正義 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 田中 清隆 英 Mrs S. F.

Dibben ５３８＋ ４２：００．２ ４．７�

６６ ミッキーチアフル 牡４鹿 ５７ 三浦 皇成野田みづき氏 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ５０４－１０２：００．３� ２．９�
１１ シルクダッシュ 牡８鹿 ５７ 松岡 正海有限会社シルク斎藤 誠 新冠 早田牧場新

冠支場 ５１０＋ ６２：００．４� １９．７�
８１１ スーパープライド 牡４栗 ５７ 中舘 英二村山 義一氏 谷原 義明 平取 原田 新治 ４８４± ０２：００．６１ ７．７�
５５ マルティンスターク 牝４鹿 ５５ 吉田 隼人 �キャロットファーム 鶴留 明雄 早来 ノーザンファーム ４３６－１４２：００．７� １０．７�
６７ コパノジングー 牡４黒鹿５７ 秋山真一郎小林 祥晃氏 宮 徹 門別 ヤナガワ牧場 ４８８－１６２：０１．０１� ６．２	
２２ � ブルーレパード 牡６栗 ５７ 吉田 豊青木 基秀氏 小崎 憲 米 Green Hill Stud

International ４８８± ０２：０１．２１	 ３４．１

４４ リバースモード 牡７鹿 ５７ 後藤 浩輝臼田 浩義氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４９６＋ ２２：０１．５２ ５．８�
７９ ヒシポラリス 牡５鹿 ５７ 北村 宏司阿部雅一郎氏 手塚 貴久 新冠 富本 茂喜 ４９６＋ ２２：０１．６クビ ３０．６�
８１０ コスモテナシャス 牡８鹿 ５７ 石橋 脩 �ビッグレッドファーム 相沢 郁 早来 吉田牧場 B４８６＋１４２：０１．７� ５１．５
７８ エプソムアルテマ 牡８鹿 ５７ 木幡 初広 �ジャパン・

ホースマン・クラブ 中野 栄治 静内 田原橋本牧場 ４７０＋ ４２：０２．３３	 １４２．０�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ２８，３９１，１００円 複勝： ４４，６６１，３００円 枠連： ３４，６５０，２００円

普通馬連： １６３，６４６，６００円 馬単： １０２，５７３，９００円 ワイド【拡大馬連】： ３５，７１１，４００円

３連複： １４４，７２１，７００円 ３連単： ３４３，６４４，４００円 計： ８９８，０００，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４７０円 複 勝 � １７０円 � １３０円 � ２９０円 枠 連（３－６） ４６０円

普通馬連 �� ６４０円 馬 単 �� １，５３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２８０円 �� １，０５０円 �� ７７０円

３ 連 複 ��� ２，９８０円 ３ 連 単 ��� １３，５１０円

票 数

単勝票数 計 ２８３９１１ 的中 � ４８０６３（２番人気）
複勝票数 計 ４４６６１３ 的中 � ７２２１９（２番人気）� １１９７０１（１番人気）� ２９４１０（７番人気）
枠連票数 計 ３４６５０２ 的中 （３－６） ５６３０２（１番人気）
普通馬連票数 計１６３６４６６ 的中 �� １９０８５１（１番人気）
馬単票数 計１０２５７３９ 的中 �� ４９７４６（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３５７１１４ 的中 �� ３７６４６（１番人気）�� ７６３９（１４番人気）�� １０６６６（１０番人気）
３連複票数 計１４４７２１７ 的中 ��� ３５９４４（１０番人気）
３連単票数 計３４３６４４４ 的中 ��� １８７８３（４５番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．３―１２．０―１２．５―１１．９―１１．８―１１．９―１２．０―１１．４―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．７―２４．０―３６．０―４８．５―１：００．４―１：１２．２―１：２４．１―１：３６．１―１：４７．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．０―３F３６．１
１
３
３（６，１０）（４，１１）－５－（２，９）１－７，８
３（６，１０）（４，１１）５，１（７，２，９）－８

２
４
３（６，１０）（４，１１）５－２，９，１，７，８・（３，６）（４，５，１０，１１）（１，７，２）９－８

勝馬の
紹 介

�マイネルシュピール �
�
父 Singspiel �

�
母父 Marju デビュー ２００５．１１．１３ 東京２着

２００３．４．１８生 牡６黒鹿 母 Elegant 母母 Braneakins ２０戦５勝 賞金 ８３，１８８，０００円



０９０２３ ３月２９日 晴 良 （２１中山３）第２日 第１１競走 ��
��１，８００�千 葉 日 報 杯

発走１６時００分 （芝・右）

４歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
千葉日報杯（１着）

賞 品
本 賞 １４，８００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４８０，０００円
付 加 賞 ２８０，０００円 ８０，０００円 ４０，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４４．９
１：４４．１

良

良

６７ ショウナンライジン 牡５芦 ５７ 吉田 豊国本 哲秀氏 大久保洋吉 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ５０４± ０１：４８．１ ２．９�

３３ ユキノハリケーン 牡５鹿 ５７ 後藤 浩輝馬場 幸廣氏 根本 康広 門別 坂 牧場 ４９４＋ ６ 〃 クビ ７．８�
５６ キョウエイストーム 牡４芦 ５７ 蛯名 正義田中 晴夫氏 中川 公成 三石 田湯牧場 ４２４± ０ 〃 ハナ ５．１�
２２ ダブルヒーロー 牡５鹿 ５７ 柴山 雄一臼井義太郎氏 天間 昭一 浦河 北光牧場 ５２２－ ２１：４８．５２� ６．７�
５５ � グレイスフルソング 牝４鹿 ５５ 三浦 皇成広尾レース� 国枝 栄 愛 NT Blood-

stock ４４４＋ ６ 〃 クビ ４８．５�
８１１ サクセスガーウィン 牡６鹿 ５７ 大野 拓弥�嶋 哲氏 久保田貴士 浦河 笠松牧場 B４８８± ０ 〃 ハナ ２９．７�
４４ オリエンタルヨーク 牡４鹿 ５７ 柴田 善臣棚網 基己氏 大江原 哲 門別 佐々木 康治 ４６４－ ６ 〃 アタマ ４．７	
８１２ コンベンション 牡４鹿 ５７ 秋山真一郎 
ノースヒルズマネ

ジメント 和田 正道 新冠 ノースヒルズマネジメント ４７２－ ４１：４９．０３ ２４．１�
７１０	 フレアリングベスト 牡８鹿 ５７ 田中 勝春山口 克己氏 本郷 一彦 平取 山口 明彦 ５１４－ ２１：４９．１クビ ８７．２�
７９ ゴールドアグリ 牡５鹿 ５７ 吉田 隼人スター・ホースメンズクラブ 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４８０－ ４ 〃 クビ １１．３
６８ テントゥワン 牡６黒鹿５７ 小林 淳一宮坂五十四氏 二本柳俊一 浦河 三好牧場 ４４４＋ ４１：４９．３１
 ６９．３�
１１ 	 ミウラリチャード 牡５鹿 ５７ 御神本訓史佐藤 明氏 柄崎 孝 新冠 前川 隆範 B５０８＋ ２１：４９．９３� １０３．３�

（大井）

（１２頭）

売 得 金

単勝： ３５，３９７，２００円 複勝： ５５，７０８，１００円 枠連： ４２，５９７，６００円

普通馬連： １８７，３２３，２００円 馬単： １１７，９５０，９００円 ワイド【拡大馬連】： ４２，３６９，３００円

３連複： １６９，４６２，７００円 ３連単： ４０３，７８１，２００円 計： １，０５４，５９０，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２９０円 複 勝 � １４０円 � ２３０円 � １６０円 枠 連（３－６） １，２００円

普通馬連 �� １，２８０円 馬 単 �� ２，２２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５６０円 �� ２７０円 �� ７００円

３ 連 複 ��� １，９００円 ３ 連 単 ��� １０，２２０円

票 数

単勝票数 計 ３５３９７２ 的中 � ９８６７０（１番人気）
複勝票数 計 ５５７０８１ 的中 � １３０６９３（１番人気）� ５１３２３（５番人気）� ９４５４１（２番人気）
枠連票数 計 ４２５９７６ 的中 （３－６） ２６３６３（５番人気）
普通馬連票数 計１８７３２３２ 的中 �� １０８６８１（５番人気）
馬単票数 計１１７９５０９ 的中 �� ３９３０９（７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４２３６９３ 的中 �� １７６８９（７番人気）�� ４３８９１（１番人気）�� １３７７９（１０番人気）
３連複票数 計１６９４６２７ 的中 ��� ６５８７８（４番人気）
３連単票数 計４０３７８１２ 的中 ��� ２９１６８（２２番人気）

ハロンタイム １３．０―１１．７―１２．１―１２．０―１１．３―１１．９―１２．２―１１．５―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．０―２４．７―３６．８―４８．８―１：００．１―１：１２．０―１：２４．２―１：３５．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．０―３F３６．１
１
３
３（４，６）－（７，５）１２，１１，１，９，８－２，１０
３－（４，６）－７，１２－（１１，５）（１０，２）１，９－８

２
４
３，４，６－７，５，１２－１１－１－９，８（２，１０）
３（４，６）７，１２（１１，５，２）－（１０，９）（８，１）

勝馬の
紹 介

ショウナンライジン �
�
父 ウォーエンブレム �

�
母父 Highest Honor デビュー ２００６．７．２３ 函館４着

２００４．２．１９生 牡５芦 母 ボ ー テ 母母 Gold Peble ３５戦３勝 賞金 ５７，０６８，０００円
〔発走時刻の変更〕 １６時０１分に変更。
〔制裁〕 ゴールドアグリ号の騎手吉田隼人は，３コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（８番への進路影響）
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



０９０２４ ３月２９日 晴 良 （２１中山３）第２日 第１２競走 ��
��１，８００�第１６回マーチステークス（ＧⅢ）

発走１６時４０分 （ダート・右）

４歳以上，２０．３．２９以降２１．３．２２まで１回以上出走馬；負担重量は，ハンデキャップ
全国公営競馬馬主連合会会長賞・地方競馬全国協会理事長賞（１着）

賞 品
本 賞 ３９，０００，０００円 １６，０００，０００円 ９，８００，０００円 ５，９００，０００円 ３，９００，０００円
付 加 賞 ５９５，０００円 １７０，０００円 ８５，０００円
生産者賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４８．４

重

重

６１１ エスポワールシチー 牡４栗 ５７．５ 松岡 正海 �友駿ホースクラブ 安達 昭夫 門別 幾千世牧場 ４８０－ ２１：５１．９ ２．６�

８１６ ダイショウジェット 牡６鹿 ５５ 柴山 雄一馬場 �晃氏 大根田裕之 浦河 エムエム、ヤ
マダファーム ５４８－ ４１：５２．１１� ８２．７�

２３ � サトノコクオー 牡５鹿 ５６ 北村 宏司里見 治氏 藤沢 和雄 愛 M. J.
O’Dwyer B５１６＋ ６ 〃 クビ ４．４�

３５ トーセンアーチャー 牡５鹿 ５５ 吉田 豊島川 �哉氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム B４９０－１４ 〃 ハナ ４１．９�
５９ ボ ラ ン タ ス 牡５栗 ５５ 三浦 皇成齊藤四方司氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ５２４－ ６１：５２．２� ２２．０�
６１２ ユウキタイティ 牡５栗 ５４ 江田 照男ちきり組合 梅田 康雄 門別 日西牧場 ５０４－１２１：５２．３クビ ９４．３	
７１４ アロンダイト 牡６黒鹿５８．５ 後藤 浩輝 
キャロットファーム 石坂 正 早来 ノーザンファーム B５６０－ ８１：５２．６１� ８．９�
５１０ ナナヨーヒマワリ 牡８栗 ５５ 小原 義之尾崎 和助氏 小原伊佐美 浦河 小島牧場 ５０８－ ８１：５２．７� ６３．５�
２４ ランザローテ 牡６青 ５５ 御神本訓史 
キャロットファーム 池江 泰寿 早来 ノーザンファーム ５２６± ０１：５２．９� １２．３

（大井）

３６ マコトスパルビエロ 牡５芦 ５６．５ 蛯名 正義眞壁 明氏 鮫島 一歩 様似 出口 繁夫 ５１４－ ８ 〃 ハナ ６．８�
４７ エスケーカントリー 牡５黒鹿５７ 秋山真一郎木村 直樹氏 武市 康男 三石 萩澤 泰博 ５１６＋ ６１：５３．１１� １３．７�
８１５ メイショウシャフト 牡６鹿 ５５ 吉田 隼人松本 好雄氏 高橋 成忠 門別 高柳 隆男 ５２８± ０１：５３．３１� １２９．７�
７１３ ダイナミックグロウ 牡５鹿 ５５ 石橋 脩小川 勲氏 目野 哲也 浦河 杵臼牧場 ４６４－１０１：５３．５� ８１．４�
１２ ブイチャレンジ 牡４栗 ５４ 武士沢友治石橋 忠之氏 水野 貴広 門別 川島 良一 ４８０± ０１：５４．１３� ９９．３�
４８ � カフェオリンポス 牡８栗 ５６ 柴田 善臣西川 光一氏 松山 康久 米 Mt. Brilliant

Farm LLC ５１２－ ２１：５４．２クビ ２２．９�
１１ キクノサリーレ 牡４鹿 ５７ 中舘 英二菊池 五郎氏 吉田 直弘 三石 フクダファーム ４９４－ ２１：５５．４７ １９．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １０７，７７２，７００円 複勝： １５１，８４３，１００円 枠連： ９９，８９１，２００円

普通馬連： ５８５，８３６，３００円 馬単： ３３２，６７４，５００円 ワイド【拡大馬連】： １４４，９８６，０００円

３連複： ６０８，１０７，０００円 ３連単： １，３６１，３８８，３００円 計： ３，３９２，４９９，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２６０円 複 勝 � １４０円 � １，１８０円 � １５０円 枠 連（６－８） ４，７５０円

普通馬連 �� ９，９６０円 馬 単 �� １２，２００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，８００円 �� ２６０円 �� ３，８３０円

３ 連 複 ��� １２，２５０円 ３ 連 単 ��� ７５，２４０円

票 数

単勝票数 計１０７７７２７ 的中 � ３３０５５１（１番人気）
複勝票数 計１５１８４３１ 的中 � ３８６８５１（１番人気）� ２０１４１（１１番人気）� ３１５４８９（２番人気）
枠連票数 計 ９９８９１２ 的中 （６－８） １５５３４（１８番人気）
普通馬連票数 計５８５８３６３ 的中 �� ４３４５１（２９番人気）
馬単票数 計３３２６７４５ 的中 �� ２０１４０（３９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１４４９８６０ 的中 �� １１４１１（３２番人気）�� １６８７８３（１番人気）�� ８２７６（４０番人気）
３連複票数 計６０８１０７０ 的中 ��� ３６６４３（３７番人気）
３連単票数 計１３６１３８８３ 的中 ��� １３３５４（２１２番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．６―１２．７―１２．９―１２．５―１２．２―１２．２―１２．５―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２４．１―３６．８―４９．７―１：０２．２―１：１４．４―１：２６．６―１：３９．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．７―３F３７．５
１
３
１３，４，１１，１２（１，８）１５（９，１６）３，５（２，１４）－（６，７）－１０
１３（４，１１）（１，１２，８，１５）（９，１６）（５，３）－（２，１４，６）７，１０

２
４
１３，４，１１，１２，１，８（１５，１６）９，３，５（２，１４）６，７－１０
１３（４，１１）（１２，１５，１６）（１，８）（９，５，３）－（２，１４）（１０，７，６）

勝馬の
紹 介

エスポワールシチー �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２００８．３．９ 阪神３着

２００５．４．２２生 牡４栗 母 エミネントシチー 母母 ヘップバーンシチー １４戦６勝 賞金 １４６，７６１，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１７頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ナムラハンター号
（非抽選馬）１６頭 イブロン号・ウイントリガー号・クリーン号・シャーベットトーン号・ショウナンアルバ号・タイキジリオン号・

タガノエクリプス号・ダブルティンパニー号・トウショウヴォイス号・ドラゴンファイヤー号・トーセンクラウン号・
ネイキッド号・フォルテベリーニ号・フォーリクラッセ号・ベルーガ号・ヨイチサウス号

※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



（２１中山３）第２日 ３月２９日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １７７頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
騎 手 賞
厩 務 員 賞
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

２５１，２７０，０００円
６，３９０，０００円
２６，７３０，０００円
１，６００，０００円
２５，６８０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６３，７４９，５００円
５，５４８，８００円
１，７５２，３００円

勝馬投票券売得金
３５３，９７８，２００円
５８５，５４２，８００円
３９６，６３３，７００円
１，６８８，５４５，９００円
１，０８３，３６８，０００円
４５０，４４２，２００円
１，７１５，６１２，１００円
３，４８０，７４６，９００円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
３ 連 複
３ 連 単
計 ９，７５４，８６９，８００円

総入場人員 ３５，３６７名 （有料入場人員 ３３，００３名）




